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　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに当社第12期（2011年1月1日から
2011年12月31日まで）の営業状況をご報告
し、次期の取り組みについてご説明させてい
ただきます。

　当期の連結業績は、損害保険関連や物流連
携決済を中心とする代金回収・収納代行サー
ビスの好調と、ファイナンスサービスの拡大
により増収となり、売上高は13億68百万円
（前期比9.6％増）と、計画値を概ね達成しま
した。
　利益面では、営業利益2億5百万円（同5.3％
増）、経常利益1億99百万円（同2.7％増）、
当期純利益1億79百万円（同2.6％増）と増益
を維持したものの、前期に引き続き外為証拠
金取引のレバレッジ規制による影響を受け、
利益率の高いクイック入金サービスが減少し
たため、計画値を下回りました。
　当期の期末配当は、前期と同額の1株当た

り3,000円とさせていただきました。次期以
降は、税務上の繰越欠損金解消を経て、連結
配当性向35％程度を目途とした利益還元を
実施していきたいと考えています。

　次期は、損保業界の再編等によるビジネス
チャンスが見込まれる中、代金回収・収納代
行サービスの拡大に向けて、人員拡充による
営業強化を図ってまいります。クイック入金
サービスについては、外為証拠金取引のレバ
レッジ規制の影響が続くものと予想していま
すが、新規顧客の獲得に努め、収益をキープ
していく考えです。ファイナンスサービスに
ついては、さらなる成長を目指し、自社資産
を使わないオフバランス処理の導入など、ア
セットマネジメント型事業への転換を進めて
いきます。
　また、こうした既存ビジネスの強化と並行
して、この2年ほど準備を進めてきた中国ビ
ジネス支援業務の具体的な展開や、医療・環
境分野と連携した新規ビジネスなど、新たな

成長性の確保に取り組んでまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも当
社事業へのご理解とともに一層のご支援を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2011年1月1日～2011年12月31日
ビジネスレポート2011
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増収増益を維持し、新たな成長性を確保してまいります。

ビリングシステムは、大胆な発想と着実な一歩で、
決済基盤を支えるキャッシュフローマネジメントパートナーです。大胆な発想と、着実な一歩。

株 主 の 皆 様 へ

代表取締役社長兼CEO 江 田 敏 彦

※2009年12月期までは単体、2010年12月期以降は連結決算ベースとなります。

証券コード：3623

決済取次事業
1,174百万円
（85.8％）

ファイナンス事業
177百万円
（13％）

その他事業
17百万円
（1.2％）

事業別売上高構成比

財 務 ハ イ ラ イ ト

当期（2011年12月期）の営業状況

次期（2012年12月期）の取り組み



全国 約1,500金融機関
（銀行・信金・信組・ゆうちょ等）

クレジット
カード会社 リース会社 ファイナンス会社 その他

ビリングシステムのマネー・チェーン・マネジメントソリューションビリングシステムのマネー・チェーン・マネジメントソリューション

クイック入金
クレジットカード コンビニ決済 払込票 代引 電子マネー

ファイナンス支払代行
送金代行

収納代行

ワンストップサービス

企業の資金サイクル

支　払運　用調　達消　込収　納請　求

BusinessModel of Billing System
　当社のビジネスモデルは、企業の決済業務と

多数の金融機関の機能を一元的に結び、多様な

決済業務ソリューションを提供する「マネー・

チェーン・マネジメント」の確立にあります。オ

ンラインでの決済から入金処理や送金処理など

の、資金決済に関わる業務処理に至るまで、大

幅な効率化とコストダウンを実現します。また当

社は、お客様のビジネスサイクルの各局面におい

て発生する、資金決済の領域でクオリティの高い

「マネー・チェーン・マネジメントソリューション」

サービスをワンストップで提供し、企業のビジネ

スを様々な角度からサポートいたします。

私たちは決済情報に基いた業務処理の効率化を図る「マネー・チェーン・マネジメント」の
思想のもと、企業のあらゆる決済業務の大幅な効率化とコストダウンを実現します。

ビリングシステムのビジネスモデル

決 済 支 援 事 業

フ ァ イ ナ ン ス 支 援 事 業

　通販事業者などの多数の集金をする企業では、コンビニやクレジット

カード、インターネット振込などの各種決済方法を使用しています。こ

れら各種の決済方法を提供すると共に一括して代金回収の代行を行いま

す。収納情報のみでなく、入金消込み、資金管理を含めたトータルサポー

トを実施いたします。また、個人消費者からの支払に対応するだけでは

なく、企業間の請求・支払業務でも、請求・支払・収納・入金消込みの

業務を一貫して代行いたします。

ご利用者

金融機関

コンビニエンスストア

クレジットカード会社

決済機関

収納代行
サービス

データベースデータベース

収納代行口座収納代行口座

企業様

支払い方法選択

管理画面

企業様指定口座企業様指定口座

支払

決済結果
情報

着金

収納代金精算

決済結果
情報

決済情報の
確認

決済情報
引継決済情報

消費者

振込処理

振込結果

金融機関

振込依頼
データ

消込・振込
結果通知

企業様

振込依頼
データ

入金取込
反映

資金の流れ
消費者口座 企業様口座

企業様 当社指定金融機関

振込データ送信

当日振込データ

システム

結果参照

臨時照会可能

データ受付 データ受付

全銀ネット

振込先

エラー送信

データ送信

銀行振込データ
に変換

振込結果振込結果 振込結果振込結果

※大量送金データであっても13時まで
にご依頼いただければ原則当日送金可能
※大量送金データであっても13時まで
にご依頼いただければ原則当日送金可能

他行顧客宛自行顧客宛

即時振込 即時処理※

販売先
（売掛先）クライアント企業

投資家／金融機関

販売・サービス提供（売掛債権発生）

請求（債権）データ

収納金精算

請求書発行代行

期日支払

投融資

決済情報取次

期日支払

収納代行サービス

　インターネットを利用する投資家の株式の売買、為替・金融先物取引

などに伴う証券口座と銀行口座間の資金移動の決済情報をリアルタイム

で処理いたします。証拠金等の投資家が振込む資金の情報を、オンライ

ン証券、為替・金融先物取引会社などから当社が受け取り、銀行に資金

移動情報を伝送し、決済処理をサポートいたします。同時に、証券口座

に振込まれた結果情報を、本人確認も行ったうえで、これらオンライン

証券、為替・金融先物取引会社にリアルタイムで提供いたします。

　当日受付・当日処理の総合振込サービスです。大規模サーバー導

入や専用ソフトのインストールは不要ですので、導入コストも安く

抑えられます。送金コストの縮小化を図りたい、送金業務を人の手

を介さず自動化したい、当日中の送金を実施したい等、企業様の毎

月の支払に対する振込手数料・業務負荷等の、コスト軽減を実現す

るサービスです。

クイック入金サービス

支払代行サービス

　顧客企業が当社の決済サービスを利用することで蓄積される決済

データを分析・活用し、企業の資金調達を支援いたします。企業の回収

期日と支払期日には期間に差があります。このような資金サイトが把握

できる企業に対して、金融事業者と連携して、その資金繰りの支援を行っ

ております。

ファイナンス取次サービス

2011 News & Topics ニュース&トピックス

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

新規

新規

既存

国
内

マルチ決済ハブ関連事業、決済関連事務センター効率化支援 ほか

ファイナンス取次サービスの拡大

貿易取次基盤の構築運営

決済アウトソーシング事業（基盤機能の構築）海
外（
中
国
）

今後の成長戦略

　当社は、企業にとって煩雑な公共料
金の支払事務に関するシステム開発を
行い、2011年10月よりサービスを開
始しました。皮切りとして、不動産管
理事業を全国展開する大和リビング株
式会社様より水道料金の支払業務を受
託。「公共料金支払管理システム」を基
盤に、請求書・検針票の送付先変更を
水道事業者に告知し、請求に基づく支
払代行と、支払完了後のデータ整備を
提供しています。

公共料金の支払アウトソーシ
ング業務を本格スタート

　2011年10月13日、有限責任監査法
人トーマツが発表した第9回「デロイト 
日本テクノロジーFast50」において、
当社は2008年以来4年連続で選出され
るという栄誉に輝きました。
　スマートフォンの普及やEC市場の
発展を背景に、それらの関連企業がラ
ンキングの上位を占める中、当社は過
去3ヵ年で63％という高い売上高成長
率が評価され、ランクインを果たしま
した。

「デロイト 日本テクノロジー
Fast50」に4年連続選出

　株式会社大塚商会との共同展開によ
り、数多くの企業にご利用いただいて
いる「たよれーる振込代行サービス」。
その振込資金の管理口座を2011年11 
月より信託化いたしました。これは、
振込実行までの信用リスクを極小化す
るため、振込資金を株式会社三井住友
銀行との契約により信託設定したもの
です。これまで以上に顧客保護に重点
を置いたサービスの実現により、更な
る拡販を目指します。

「たよれーる振込代行サービス」
の資金管理口座を信託化

Growth Stategy

中長期の計画（事業展開ロードマップ）
BPO業務に関連する投資はパートナー企業との共同出資等により投資額を一定範囲に抑制し、
自走式のビジネスモデルをより強固なものとする計画です。

2012年12月期の施策
2012年12月期の業績見通し

2011年
12月期

2012年
12月期

実績 第2四半期計画 通期計画 当期比

売上高 1,368 799 1,621 18.4%増

売上総利益 563 328 685 21.7%増

営業利益 205 114 238 16.0%増

経常利益 199 112 234 17.6%増

当期純利益 179 60 136 24.2%減

（単位：百万円）基幹ビジネス
◉収納代行の地道な事業展開を図ります。
◉�2011年11月より資金管理口座を信託化した支払代行業務
の強化を図ります。

1

システムの自営化
◉�これまで他社の機能を使っていたPay-easy通信共同利用セ
ンターの接続を自営化し、機動性・安全性を強化すると共に、
中期的にコストの削減を図ります。

2

ファイナンスサービス
◉�ファイナンスサービスは、過去3年間の売上が2倍に拡大し
ていますが、更なる拡大に向け、自らのアセットを使用し
ないファイナンス取次サービスの拡大展開を図ります。

3
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ビリングシステム株式会社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー13F
TEL. 03-5501-4400（代表）  FAX. 03-5501-4401

Corporate Profile / Stock Information

事業年度 1月1日から12月31日まで

定時株主総会 毎年3月中

期末配当基準日 12月31日

中間配当基準日 6月30日

上場市場 東京証券取引所　マザーズ市場

証券コード 3623

株式の売買単位 1株

株主名簿管理人
※1

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は、中央三井信託銀行株式会社の本
店および全国各支店ならびに日本証券代行株
式会社の本店および全国各支店で行っており
ます。※2

公告方法 電子公告により、当社ホームページ
（ただし事故その他やむをえない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行う。） 

住所変更等の
お申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出くださ
い。なお、証券会社に口座がないため特別口
座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である中央三井信託銀行株式会社
にお申出ください。

「配当金計算書」
について

配当金支払いの際送付している「配当金計算
書」は、 租税特別措置法の規定に基づく「支
払通知書」を兼ねております。 
確定申告を行う際は、その添付資料としてご
使用いただくことができます。 
※ 確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

お知らせ
※1　 当社の株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社

は、関係当局の許認可を前提に、住友信託銀行株式会社、
中央三井アセット信託銀行株式会社と平成24年4月1日を
もって合併し、「三井住友信託銀行株式会社」となります。
なお、平成24年4月1日（日）は、株主名簿管理人の休業
日につき、実際のお取扱いは、平成24年4月2日（月）か
らとなります。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
電話照会先

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
（住所、電話番号の変更はございません。）

※2　 日本証券代行株式会社による取次事務につきましては、平
成24年3月末をもって終了させていただきます。

会社名 ビリングシステム株式会社
（英文名：Billing System Corporation） 

本社 〒100-0011　
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー13F

設立 平成12年6月5日 
資本金 1,154百万円
従業員数 30名

会社概要／株式情報（2011年12月31日現在）

株主メモ
会 社 概 要

代表取締役社長兼CEO 江田 敏彦
取締役CFO兼管理本部長 住原 智彦
取締役CMO兼営業本部長 金山 佳正
取締役CTO兼システム本部長 高松 広明
社外取締役 大光 寺尚

株式会社NTTデータフロンティア 代表取締役常務

常勤監査役 鈴木 誠二郎
社外監査役 松尾 眞

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー弁護士

社外監査役 山田 啓介
公認会計士・税理士山田啓介事務所　主宰

役 員 （2012年3月27日現在）

発行可能株式総数 .................................................. 60,812株 
発行済株式の総数 .................................................. 15,028株

（自己株式475株を除く） 
株主数 .......................................................................991名

株 式 の 状 況

株主名 持株数
（株）

持株比率
（%）

江田　敏彦 1,475 9.81
株式会社ソフィアホールディングス 1,214 8.07
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 1,100 7.31
窪小谷　隆 821 5.46
キヤノンITソリューションズ株式会社 525 3.49
株式会社大塚商会 500 3.32
住原　智彦 453 3.01
柿久保　譲 427 2.84
ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社 311 2.06
白河電子工業株式会社 310 2.06

大 株 主

所 有 者 別 分 布 状 況

所有者 株式数（株）持株比率（%）

■金融機関 380 2.45
■証券会社 459 2.96
■個人・その他 9,437 60.87
■その他の国内法人 4,353 28.08
■外国人 399 2.58
■自己名義株式 475 3.06

http://www.billingjapan.co.jp/
検 索

当社では、最新のニュース
や IR情報、サービス情報
など当社をご理解いただく
ための様々な情報をホー
ムページにてご提供してい
ます。下記 URLよりアク
セスいただき是非ご覧くだ
さい。

ホ ー ム ペ ー ジ の ご 紹 介




